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分析目的

◼ 目的

• 2018年12月6月に発生したソフトバンクの通信障害について、不満買取センターには

どのような生活者の声が投稿されたのか確認する。

• 併せてTwitterに投稿された生活者の声との比較を行う。

2

会員40万人以上

1日約1万件収集
合計1,000万件以上

の不満投稿

投稿された定性文章を
機械学習・人工知能で
分類・レポート化

「ソフトバンクの通信障害」
に関する生活者の声

ノンバイスな生活者の声 情報の価値化、可視化

同時期のTwitterデータ
との比較VS
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分析仕様

INDEX：不満買取センター

期間：2018年12月6日~10日（障害発生日を含めて5日間）

抽出キーワード：

「ソフトバンク」、「SOFTBANK」

かつ

「通信」、「障害」、「繋がらない」、

「つながらない」、「不通」、「遅い」

上記条件にて抽出された

645件（460人投稿）
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▼分析対象データの属性情報

投稿件数 投稿人数
１人当り
投稿件数

男 230 158 1.5
10代 7 6 1.2
20代 45 28 1.6
30代 77 48 1.6
40代 62 47 1.3
50代 28 22 1.3
60代 9 5 1.8
70代 2 2 1.0

女 415 302 1.4
10代 4 4 1.0
20代 73 58 1.3
30代 176 121 1.5
40代 110 76 1.4
50代 48 39 1.2
60代 3 3 1.0
70代 1 1 1.0

全体 645 460 1.4
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不満データの具体例
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項目 内容

性年齢 女性40代

地域 神奈川県

職業 会社員（技術系）

子供人数 0人

カテゴリー 生活関連サービス

企業名 ソフトバンク

不満対象 遅い

不満内容
スマホのネットが遅い...メールもアプリも
読み込みが遅い...またですか!?と思ってし
まう...いい加減にしてほしい

継続意向 他社への乗り換えを検討した

http://fumankaitori.com/

▼例：Aさんの不満内容
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解析ツール（ITAS）
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ITAS [アイタス：Insight Tech Text Analytics Service]

意見タグAI

感情分類AI

可視化AI

原文を構文解析。
意見性のあるフレーズを抽出。
例：「■■ガ ○○だ」

類似する意見フレーズを束ね、
全体を可視化。
（意見タグを集約する）

「負の感情」を３つに分類。
意見の重みを分類。

単語レベルではなく構文レベルで抽出
→内容要約や文脈を考慮した分析が楽に！

辞書を使わずに大量の意見をグルーピング
→全体傾向が楽に深堀できる！

「怒り｣｢嫌気｣｢低不満」の感情評価が可能
→緊急度/重要度の高い意見を楽に抽出！

→これまで単語レベルでの傾向把握が主であったテキストデータ解析を、
よりスピーディーに有用なインサイトが抽出できるようになります。

ITASについての詳細は以下HPをご覧ください。
意見タグAI http://lab.insight-tech.co.jp/articles/69
可視化AI http://lab.insight-tech.co.jp/articles/70
感情分類AI http://lab.insight-tech.co.jp/articles/71

http://lab.insight-tech.co.jp/articles/69
http://lab.insight-tech.co.jp/articles/70
http://lab.insight-tech.co.jp/articles/71
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ソフトバンクの通信障害関連の不満投稿件数
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12月1日 12月2日 12月3日 12月4日 12月5日 12月6日 12月7日 12月8日 12月9日 12月10日 12月11日 12月12日

その他 10 25 18 15 29 88 63 39 28 34 39 4

障害関連 4 1 1 4 1 318 226 36 45 20 16 7

ソフトバンクへの不満投稿件数

障害関連 その他

件数（件）

14
26 19 19 30

406

289

75 73
54 55
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• ソフトバンクへの不満投稿のうち通信障害関連の件数は、通信障害が起きた12月6日、翌日の12月7
日に集中しており、2日とも通信障害が約78%を占めている。

78.3%

78.2% 48.0%
61.6%

※ソフトバンクへの不満投稿件数における
通信障害関連の割合

分析対象645件
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ソフトバンクの通信障害関連の頻出ワード 意見対象部(主部）

7対象件数：2件以上を表示

意見対象部 件数

通信障害 66

ソフトバンク 36

電話 32

連絡 24

スマホ 21

携帯 21

ネット 18

原因 16

障害 12

公衆電話 11

仕事 10

ユーザー 10

支障 9

ソフトバンクの通信障害 9

圏外 8

Wi-Fi 8

他社 8

メール 8

大規模な通信障害 7

料金 7

利用者 7

電波障害 7

• 意見タグAIで分析された意見タグ「○○ガ▲▲」の○○に該当する部分で件数が多いワードを表示。
• 公衆電話、仕事、他社、料金、といった特徴的なワードが確認できる。
• 意見タグAIでは意見性のある内容を可視化できるので、何が言われているのか確認しやすい。
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ソフトバンクの通信障害関連の意見タグ上位
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意見タグ 件数 %

計 1,499 100.0%

スマホガ使えない 4 0.3%

通信障害ガあった 4 0.3%

電話ガ使えない 4 0.3%

スマホガ使えなくて 3 0.2%

携帯ガ壊れた 3 0.2%

携帯ガ使えない 3 0.2%

圏外ニなって 3 0.2%

支障ガ出た 3 0.2%

通信障害ガ起きた 3 0.2%

通信障害ガ長すぎる 3 0.2%

電話ガできなくて 3 0.2%

電話ガ繋がらない 3 0.2%

連絡ガ取れず 3 0.2%

連絡ガ取れない 3 0.2%

WiFiガあった 2 0.1%

Wi-Fiガある 2 0.1%

Wi-Fiガ使えない 2 0.1%

お詫びガない 2 0.1%

ソフトバンクガ通信障害 2 0.1%

ネットガ繋がった 2 0.1%

影響ガ出ている 2 0.1%

意見タグ 件数 %

何らかの補償ヲしてほしい 2 0.1%

携帯ガ使えなかった 2 0.1%

圏外ニなる 2 0.1%

原因ヲ教えてほしい 2 0.1%

仕事ニでた 2 0.1%

使えないガ困る 2 0.1%

支障ガでた 2 0.1%

障害ガ出ている 2 0.1%

他社ニ乗り換える 2 0.1%

通信障害ガありえない 2 0.1%

通信障害ガある 2 0.1%

通信障害ガ起きて 2 0.1%

通信障害ガ発生している 2 0.1%

通信障害のお知らせガ載っていた 2 0.1%

電波ガ悪い 2 0.1%

電話ガつながらない 2 0.1%

電話ガ繋がらなくて 2 0.1%

電話ガ使えなかった 2 0.1%

電話ガ出来ない 2 0.1%

変えた方ガいい 2 0.1%

連絡ガとれず 2 0.1%

連絡ガ取れなかった 2 0.1%

• 意見タグAIで分析された意見タグ「○○ガ▲▲」のうち、件数が多い内容を表示。
• 「支障ガ出た」、「お詫びガない」、「何らかの補償ヲしてほしい」、「原因ヲ教えてほしい」、

「仕事ニでた」といった特徴的な意見タグが確認できる。
• 意見タグAIでは主部、述部の関係まで把握ができる為、単語レベルの分析より深く理解できる。
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ソフトバンクの通信障害関連の可視化マップ（意見タグの集約）
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特徴的な意見対象部や意見タグが含まれる
クラスターを中心に内容を確認

他社
クラスター

料金
クラスター

公衆電話
クラスター

補償
クラスター

仕事・業務
クラスター

お詫び・弁解
・謝罪

クラスター

利用者・ユーザー

クラスター
支障・影響
クラスター

意見タグ、投稿内容を確認
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可視化マップ（他社クラスター）
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他社も含めて、二度とないように携帯会社へ損害賠償を国から訴えるべきと思う。月いくら払ってると思ってるんですか!

解約して他社に乗り換えた方が早くない?いつまでも待たないといけない。

通信障害が起きた会社の携帯は持ちたくない。他社に乗り換えよう。

電話も、ネットも急に繋がらなくてびっくりした。WiFiも使えず焦りました。他社に変えた方がいいのかな、と考えてい
る。

ソフトバンクは、通信障害を他社のせいにしているが本当にお粗末な企業だと思う。

普段はウザいくらいに宣伝メールが送られてくるのに、トラブルの対処には時間かかり過ぎ。次回の更新時には絶対他社
に乗り換える。

もう他社に乗り換えよう

障害を
他社のせいにしている

生活者の声
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可視化マップ（料金クラスター）
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通信障害でつながらなくなるので利用料金を下げて欲しい

終わってる。通信できないなんて。料金かえせ!

再発防止に取り組むって、当たり前。料金払ってなきゃ、客には容赦なく、停止されるんだから。携帯使えない状態だっ
たんだから、料金とらないでよ。頼むよ。大変だったんだから。携帯使えないと。

長時間接続障害起こしといて 料金取るんですか? 使えなくなった時間分の 補償はすいませんでしたの一言だけ？

昨日の昼間から夕方まで、Softbankが通信障害になりました!不便だわ!SoftbankAIRも繋がりにくいし! 高い料金踏ん
だくる割りにはユーザーへのサービスがなってないよね?!バカにしてるの?!ふざけやがって!余計な物は売り付けるし山
とか田舎の世帯は繋がりにくいし!Softbankの「繋がりやすさNo.1」はもう死語なの?!ムカつく! 昨日の通信障害の件
で言いたい事!ふざけんな!スマホ繋がらない!Softbank○ね!

責任をとって
料金を下げて欲しい

責任をとって
料金を返して欲しい

生活者の声
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可視化マップ（公衆電話クラスター）
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今回のソフトバンクの通信障害もそうだが、いざと言う時に公衆電話は必要だ。それにしても公衆電話を見かけなくなっ
た。

スマホの登場で公衆電話はかなり減ってしまったが、SoftBankの通信障害など、そういう事は突発的に起こるのであま
り減らし過ぎないで欲しい。

6日の携帯電話通信障害の件だが交換設備の不具合とか、あり得ない原因だった。今や公衆電話見つかりにくいし緊急時や重要な事
態に困る。スーパーフライデーでファミチキを(しかもたったの1個)くれるよりも通信費を安くして謝罪してくれたらいいのに。

ソフトバンクの通信障害みたいのがあるとやはり携帯電話は心許ないと感じる。災害時のためにも公衆電話をもっと増や
してほしい。

公衆電話を減らした結果、SoftBankの通信障害のような事が発生したら、多くの人が困る事になった。これを教訓に、
公衆電話を増やすべきだ!

災害時や今日のソフトバンクの通信障害のような事態に備え公衆電話を減らすべきではない

緊急時には
公衆電話が必要

公衆電話を
減らすべきではない

生活者の声
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可視化マップ（補償クラスター）
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不通で仕事に支障がでた。何かしらの補償をしてほしい。

ソフトバンク⋯昨日ので通信障害での、ユーザーへ補償はあるのか? 何らかの補償は、するべき。

復旧時期や原因の発表が遅いのが不満。知人に確認したいことがあるのに、連絡できない。さすがに被害の規模が大きす
ぎるので、保証なり原因ぐらい報道して欲しい。

友人がソフトバンクだったので、連絡が取れずに困った。迷惑かけたのだから、補償とか返金とかすべきだと思う。

通信障害、かなり大規模だったし、何らかの補償をしてほしい。

何かしらの
補償をして欲しい

原因の報道をして欲しい

生活者の声
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可視化マップ（仕事・業務クラスター）
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通信障害のせいでソフトバンクの人に連絡がつかなかったせいで、今日は仕事が休みだった私に確認事項について電話が
何度かかかってきました。その時は「○○さんに電話が繋がらなくて~何度もごめんなさい」と言われました。ソフトバ
ンクも大規模な通信障害なのだからもっと周知されるように伝えて欲しいです。結局は迷惑には変わりないのですが、ま
だ通信障害の事が分かっていたら気持ちの面でも違いました。

昨日からの電波障害で、仕事にも影響が出ている。損益が発生するので、弁償も視野に入れて早急に改善してほしい。大
手キャリアだというのにこういったことが3回目というのにも呆れてしまう。

初歩的なミスで引き起こされた!?全国的な通信障害で仕事先に連絡できず!!客先に変わって謝罪してくれ!!

通信障害で会社支給の電話が機能せず業務に支障をきたした。復旧までにも多大な時間を要し、大手携帯電話会社として
の自覚が薄すぎる。

仕事に影響が出た

余計な仕事が増えた

生活者の声
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可視化マップ（お詫び・弁解・謝罪クラスター）
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お詫びもなにもなく、さらっとした言い回し。なんなんだこれ?どれだけの人が被害受けたと思ってるんだ!もうソフトバンク使わな
い。乗り換えよう。

先日ソフトバンク利用者がインターネットに繋げない機能障害が起きましたが特に弁解もなく復旧の目処はないとニュー
スで見たと思ったら夜には解消していた。きちんとした謝罪、目処はないではない。しっかりしろ。

先日、使えなくなり何時間か駄目な状態にしておいて、通信障害をネットのサイトにて書かれた文章のみ事象を書いて
あったがソフトバンク自体が謝罪なしとはね。 ユーザーをバカにしている。 いますぐ変えらんないのが腹が立つ。 使え
ない、謝罪なし、システムにこれ以上問題ないようになる予定もないだろうからね。

データの通信の接続不具合が、あり使えない時間が長すぎて仕事にならなかった。それに対しての謝罪等一切なく復旧さ
れそのまま。メールなどひとつ謝罪があればと思う

ユーザーにお詫びがない

謝罪がないことに
納得いかない

生活者の声
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可視化マップ（利用者・ユーザークラスター）
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全国に4時間以上通信障害を起こしユーザに大迷惑をかけたのにMySoftBankの通信障害のお詫び文があっさりし過ぎて呆
れた。

通信障害で全ユーザーに迷惑をかけたのに、お詫びのメールもないのはどうかと思う

先日は決済できなくなったり、今日はソフトバンクのシステム障害の理由の一因みたいなことになっているのに、CMが
流れてる。利用者に迷惑かけているんだから大々的に宣伝している場合ではないと思う。

通信障害により利用者に迷惑をかけたのだから利用者に対して何かしらの補填を行ってもらいたいです。

今回のSoftbank通信障害の件、消費者生活センターに通報した方が良いと思います。 特に仕事上支障が出たユーザーに
は、消費者生活センターに訴える権利が有ると思いますから。

ユーザーに
迷惑をかけている

ユーザーには
訴える権利がある

生活者の声
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可視化マップ（支障・影響クラスター）

17

通信障害のお詫び文をみたけど、pocketWi-Fiにも障害があったことが書かれていなかった。お詫びなら、ちゃんと影響
のあった全部のサービス名を書くべきだと思う。なんか腑に落ちない。

格安SIMのソフトバンク回線にまで影響が出ているので、一刻も早く解決してほしい。

SoftBankの回線使ってるから全然通信出来なくてめっちゃ不便だった。仕事にも支障出てるし謝罪だけで済ますなよ。

昨日の通信障害は本当にありえない。 ずっと使えなくて仕事に支障もでた。 それなりの待遇をしてほしい。

通信障害により業務に支障が出たため、他社乗り換え検討の指示が降りてきた。個人的にはそのせいで仕事が増えた。し
かしソフトウェアの期限切れは、他人事ではないので、ある意味気付きになった。

影響範囲を
全部報告するべき

格安SIMのソフトバンク
回線まで影響があった

生活者の声
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ソフトバンクの通信障害関連の感情分類
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66.4% 75.5% 81.4%

• 感情分類AIで「怒り」、「嫌気」、「低不満」を分析した結果を表示。
• 不満買取センターに投稿される不満データの平均値は、怒り10%、嫌気20%、低不満70%の為、

通信障害の不満は「怒り」、「嫌気」の割合が高い状況である。
• 不満投稿時に「継続意向」の情報も取得している。「怒り」に分類される場合、8割以上がソフトバ

ンクから「他社へ乗り換えた」 、「乗り換えを検討した」を選択している状況である。

対象：340件
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ソフトバンクの通信障害関連の投稿内容「怒り」
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不満の対象 不満投稿文 性別 地域 年代

自分には甘
い殿様商売

Softbankってユーザーには厳しすぎるけど、自分にはかなり甘過ぎ!通信業者以
前に人として良くないと思います!
料金見直しに来たらSoftbankAIR勧めたから!そのせいで料金高いの分かってる?!
ユーザーの知識不足に付け込んで許せない!
Softbankマジで潰れろ!

女性 中国 30代

通信回線
真っ昼間に4時間も通信エラーは二度と起こさないで欲しい。フリーWi-Fiも近く
に無かったから仕事に影響出ました。

女性 関東 30代

通信障害起
こしたくせ
にCM流すな

大規模な通信障害起こしたくせに普通にCM流すとかありえない。謝罪CMに差し替
えて欲しい。

男性 関西 40代

通信障害
復旧後の対応がまるで、高飛車。マイソフトバンクにアクセスすると、お詫びの欄
をタップすると、出てくる謝罪。なにこれ?客が謝罪文探すわけ?

女性 九州 50代

昨日の通信
障害

昨日、大規模な通信障害が発生しました。
体感ですが約6時間近く、WiFiスポットを除いて圏外でした...MAPすら使えないし
久々に飲み会に地図を印刷して臨みました。かなり迷惑をかけているんだから、通
信が出来なかった分、日割りでTpoint還元とかするべき。

女性 関東 20代

通信障害
情報出すの遅すぎだし、復旧も遅すぎ。何時もサービス使えなかったんだから、お
金返してお詫びして欲しい。

女性 関東 20代

感情分類：「怒り」
継続意向：「他社へ乗り換えた」または「他社への乗り換えを検討した」
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ソフトバンクの通信障害関連の不満投稿から見える生活者のホンネ
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フリンジ
サブコア

コア

フリンジ

不便 困る

利用者のことを
考えてない

仕事や生活に影響
代替インフラが

必要

情報通信に頼り過ぎている
誰かと繋がっていないと

不安

緊急時を想定した
インフラ整備を期待

信頼・安心できることに
お金を払いたい

障害時対応、情報公開を
徹底して欲しい

携帯には繋がる、
速さ、低料金を期待

不満投稿から見える生活者のホンネ

⚫ 携帯電話は生活必需品。故障したり障害があるのは分かるが、迅速な対応、情報開示、その補償も
しっかりしてくれないと、信頼できない、インフラを担う企業として認めたくない。
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ソフトバンクの通信障害関連のTwitterデータ
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Twitterデータ

然のことながら、ワイモバイルも。繋がりませんねー。 ソフトバンク通信障害が発生中。日本全国で報告相次ぐ（篠原修
司）- Yahoo!ニュース news.yahoo.co.jp/byline/shinoha… #Yahooニュースアプリ

ソフトバンク通信障害かー大変だなーと自分のスマホ見たら圏外になってて草俺もソフトバンクやった・・・・(´・ω・`)

ソフトバンク 通信障害で凄く不便 ↓ 何度もネット接続を試みる ↓ やはり繋がらず ↓ ↓ やっと復旧。 ↓ ソフトバンクか
らSMS ↓ お！復旧したし原因分かったんかな？？ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 間も無く通信制限がかかります！ おぃ！
(´・ω・) #Softbank #通信制限 #ギガ泥棒 #まず謝れ pic.twitter.com/i9cqEgrCW7

こちらは 公安局刑事課です。 ソフトバンク通信障害のお知らせ 通信障害について、現在確認中としている。ソフトバンク
網を利用するMVNOからも、ソフトバンク回線が利用できないと案内されている。 ソフトバンクとワイモバイルでは、6日
の13時39分頃から発生している。

ソフトバンク通信障害で使えない人の為に。 モバイル通信から4Gオフ設定にして再起動かければ3Gのみ使える可能性あり
ます。 #拡散希望 #拡散希望RTお願い致します

事件会議室で起きてるんじゃない 通信で起きてるんじゃのぉ〜〜！ #ソフトバンク通信障害 #これは事件で
す pic.twitter.com/DBOPvuBDQO

ソフトバンク通信障害 全国広範囲にわたる（日本テレビ系（NNN）） - Y!ニュー
ス headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?… #Yahooニュースアプリ

• 不満買取センターのデータとTwitterデータを比較する。
• 2018年12月6日、7日（障害後２日間）のTwitterデータから一部抜粋。
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ソフトバンクの通信障害関連のTwitterデータ
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Twitterデータ

※お知らせ※ ソフトバンク通信障害の影響で電話が繋がりにくい状況になっております。 お電話は090-1212-6877へお
願い致します。

ソフトバンク通信障害、デジチケに影響 GLAY名古屋公演で障害解消待ち・・・（オリコン） - Yahoo!ニュー
ス headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181206-…@YahooNewsTopics

会社の命運がかかる書類作成を協力会社に命じた日に病欠＆ソフトバンク通信障害で連絡不能状態というコンボが起きた総
大将は絶対お祓い行っても祓い切れない厄がたまっておると思う。

当社にもインフラエンジニアがいますが、インフラって「稼働して当たり前」が前提なので、当然保守的な運用構築になる
わけです。いやー、大変だ。 / ソフトバンク、通信障害から復旧--原因は「交換設備の不具合」 (CNET 
Japan) #NewsPicksjapan.cnet.com/article/351297…

ソフトバンク通信障害で羽咲まりんちゃん見れないと思うから言うけど 羽咲まりんちゃんのことめっちゃ好きだでね
めーーっちゃ好き！！好き！！

治ったか治ってないか分からないけど、取り敢えずソフトバンクユーザーに謝罪の弁と今月来月のSUPER FRIDAYを焼肉食
べ放題無料券にしてください。 #ソフトバンク #ソフトバンク圏外 #ソフトバンク通信障害 #ソフトバンクを許すな

今回の”#ソフトバンク通信障害 ”の件で、公衆電話の有難味が解った様な気がする。 ここ10数年で公衆電話も数少なくなっ
て来ているけど、東日本大震災等の災害が起きた際の安全弁として、公衆電話の存在意義が解った。 ”＃消費増税”するなら、
公衆電話の増設が必須条件だと思ったね。

• 不満買取センターのデータとTwitterデータを比較する。
• 2018年12月6日、7日（障害後２日間）のTwitterデータから一部抜粋。
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ソフトバンクの通信障害関連のTwitterデータ
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Twitterデータ

ソフトバンク通信障害で大変やったみたいやけど、ジャマイカじゃあ３日連続停電で使われへんとか当たり前にあったし、
そんな時の時間の使い方が大事やなと思った！何もインプットできない状態で「無になる時間」！そんな時こそ最高なアイ
デアが出てきた💡

【ANN"超速報"】ソフトバンク通信障害は午後6時以降から復旧傾向 原因は交換設備の不具合【県内のニュース】
[PC]bit.ly/1eti3dD [モバイル]bit.ly/1HK2qrC

ソフトバンクで通話・通信障害発生中❗️2018年11月6日午後2時40分位から 現在九州の宮崎県では何とか使えてますがデー
タのダウンロード速度は10Mb、アップロードと速度は3.46Mbといつもよりかなり遅いです。いつもの4分の1から5分 全
国徐々に普及の模様 #ソフトバンク通信障害 youtu.be/UlA7A1nbeeI

山陽自動車道で山の中だから圏外とか3Gだと思ってたけどソフトバンク通信障害なのか

ソフトバンク通信障害の補填についてですが、ソフトバンクユーザーの方に500万ギガを補償させていただきます。ソフト
バンクユーザーの方はいいねボタンを押してください。

【速報】ソフトバンク通信障害、復旧を発表！原因は交換設備の不具合と説明 qetic.jp/technology/sof… #ソフトバンク #
通信障害

ソフトバンク通信障害中。 原因や規模など調査中らしい…泣 ポケットWi-Fi買うべきだなこりゃ。 圏外になるし、電波復活
しても3Gやけん今日はもう携帯をいじるなって事ですかね(・∀・)

• 不満買取センターのデータとTwitterデータを比較する。
• 2018年12月6日、7日（障害後２日間）のTwitterデータから一部抜粋。
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不満買取センターのデータとTwitterデータとの比較
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不満買取センター Twitter

データ量 40万人以上・1,000万件以上 4,500万人以上

平均文字数 60文字程度 15文字程度

投稿内容

⚫ 感情表現だけでなく「どんな
シーンで何に対してどのような
不満・期待をもっているのか」
が具体的に表現される傾向。

⚫ 社名等の固有名詞も把握可能。

⚫ 「むかついた！」等の感情表現
だけが投稿され、具体的なシー
ンが把握しにくい。またはURL
等だけがリツイート投稿される
傾向が強い。

分析時の
事前処理

⚫ 投稿ルールを提示しており、ま
た投稿内容により買取金額も変
動する為、分析に適した内容が
集まりやすく事前処理が少ない。

⚫ 不要なワード、URL、絵文字な
どが多い為、事前処理として削
除作業が膨大に必要。

活用シーン
⚫ 具体的な商品・サービスに対す

る思いやその背景にあるインサ
イトを詳細に把握可能。

⚫ 「炎上」のようにボリュームを
もって世の中のトレンドを把握
する際に有効。
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不満買取センターのデータとTwitterデータとの比較
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ノンバイアスな生活者の声

不満買取センター Twitter

1投稿当りの文字数が多い
不満に関する投稿数が多い

会員数が多い
様々なテーマの投稿数が多い

生活者インサイトの探索に
利用しやすい

世の中の話題やトレンドを
把握しやすい

商品企画、事業開発に
生かしやすい

プロモーションや販促に
生かしやすい

• ノンバイアスな生活者の声が集まる仕組みとしてTwitterなどのSNSも存在するが、生活者インサイ
トを深く探索する際には、不満買取センターのデータは利用しやすい。
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◼ 不満買取センターには、生活者から投稿されたあらゆるカテゴリーの不満デー
タが1,000万件以上蓄積しています。

◼ 特定ブランドやサービス、利用シーン、オケージョンに合致するデータ母集団
を設定し、生活者のインサイト探索、競合との比較を分析することが可能です。

◼ 40万人の会員を対象としたサンプリング、インタビュー調査、アンケート調査
も可能です。

◼ AI技術と専門リサーチャーの知見で、貴社のサポートをいたします。ぜひ、お
問合せください。

お問い合わせ先

26

本資料に関するお問い合わせ先
株式会社 Insight Tech （不満買取センター運営会社）

マーケティング部

篠田 悟 satoru_shinoda@insight-tech.co.jp

http://insight-tech.co.jp

http://fumankaitori.com/

〒163-1333

東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー


